
ワールドビッグフォーリゾート
～こころ癒し  からだ安らぐ  究極のリゾート～

会     報
平成30年12月号

ごあいさつ

人生観も変わる南国の楽園ワールドビッグフォーリゾートへ！

珊瑚礁の大海原を望む素晴らしい景観に爽やかで快適な常夏の環境は、皆様を

「またセブ島へ訪れたい」と思わず微笑む、人生で最高の思い出として心に刻み込みます。

大自然の恩恵は健康長寿へと導き、笑顔が溢れる新しい体験の数々は、今後の私達にとりまして

充実したセカンドライフとなることでしょう。是非皆様も楽しい未来へと誘うワールドビッグフォー

リゾートへ！滞在期間中はすべてフリーですので遊び心も満載、マリンスポーツは勿論、豊富で

多彩な観光地巡り等、南国の大自然が持て成す至福のひとときを何度でもお楽しみ下さい。

日頃より会員の皆様からセブ旅行体験談のご寄稿、誠にありがとうございます。

皆様のお越しを心よりお待ち申し上げております。

ワールドビッグフォーリゾート
～こころ癒し  からだ安らぐ  究極のリゾート～

会    報
平成31年3月号

ごあいさつ

人生観も変わる南国の楽園ワールドビッグフォーリゾートへ！

珊瑚礁の大海原を望む素晴らしい景観に爽やかで快適な常夏の環境は、皆様を

「またセブ島へ訪れたい」と思わず微笑む、人生で最高の思い出として心に刻み込みます。

大自然の恩恵は健康長寿へと導き、笑顔が溢れる新しい体験の数々は、今後の私達にとりまして

充実したセカンドライフとなることでしょう。是非皆様も楽しい未来へと誘うワールドビッグフォー

リゾートへ！滞在期間中はすべてフリーですので遊び心も満載、マリンスポーツは勿論、豊富で

多彩な観光地巡り等、南国の大自然が持て成す至福のひとときを何度でもお楽しみ下さい。

日頃より会員の皆様からセブ旅行体験談のご寄稿、誠にありがとうございます。

皆様のお越しを心よりお待ち申し上げております。

ナメカタ エイジ

会長　行方　栄治ワールドビッグフォー　本部事務局【お問い合わせ】
 〒113-0034 東京都文京区湯島３－17－１ 湯島大同ビル3階・4階 

TEL：０３（５８１７）０７０１  FAX：０３（５８１７）０７０２  URL http://www.wb4.jp/    編集担当：齊藤・伊藤・森田

一年中暖かいセブ島は、半袖・短パン、ワンピースでも大丈夫！日差しが強いのでサングラスは必需品です。滞在中はダ
イビングなどのレジャーはもちろん、エメラルドグリーンの美しい海や白い砂浜で静かに過ごしたい時は、アイランド
ホッピングが“オススメ”です！また、セブ島はかつてのスペイン統治時代の歴史や文化が残る建造物や観光スポットも多く、
フィリピン最古の教会とされる「サント・ニーニョ教会」は、その規模も豪華さも素晴らしいものです。ワールドビッグフォ
ーリゾートでのご滞在はすべて自由時間です。弊社「専属通訳・ドライバー・メイドスタッフ」が皆様の滞在をサポート致し
ますので、初めてお越しの方も安心してお楽しみ頂けます。是非、ご家族・ご友人との大切な思い出作りにもお役立て下さい。
尚、搭乗予約・出発前のご不明な点は、お気軽に当社旅行担当までお問い合わせ下さい。　　

編集担当　齊藤充彦

人生観も変わる究極のリゾート！

（注1）年末年始等のピークシーズンは、ご予約時の混雑状況により料金が高くなります。現時点ではまだ
　　  分かりませんのでお問い合わせ下さい。また、航空代金はご出発日の年齢となります。
①上記料金は平成３１年２月現在の当社提携旅行会社によるものです。
②予約完了後、搭乗チケットの発券手続きを順次開始致します。尚、発券以降のキャンセルは手数料
　として￥２５，０００円～全額が発生します事をご了承下さい。
③海外旅行が初めての方でも安心してご参加できます。
　ご質問等がございましたらお気軽にご連絡下さい。　    　　　　　　　　旅行担当：小田・根本

０３／０１～０３／３１ ￥75,890円より ￥60,000円より ￥10,400円より

大人
12歳以上

子供
2歳以上12歳未満

幼児
2歳未満

年齢
出発日

航空代金のご案内 成田/セブ往復１名様分 空港税込み
関西（大　阪）/セブ往復１名様分 空港税込み
中部（名古屋）/セブ往復１名様分 空港税込み

（料金はほぼ同じです）

区　　間
成 田 発－セブ行き
成 田 発－セブ行き
大 阪 発－セブ行き
名古屋発－セブ行き

便　　名
ＰＲ４３３
ＰＲ４３５
ＰＲ４０９
ＰＲ４７９

運  航  曜  日
毎　　 日 
毎　　 日 
毎　　 日 
水・土・日

出  発  時  間
１ ４：２ ５
０ ９：３ ５
１ ５：２ ５
１ ５：３０

＜編集後記＞
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　行きたかった初めてのセブ島旅行が
実現しました。マクタン・セブ国際空港
に到着して、空港の広さと綺麗さに感
動しました。コーラルポイントリゾート
に着いて、夜遅かったのに大勢の若い
メイドさん達が出迎えてくれて感激し
ました。広くゴージャスなリビング。４
階から望む景色はとてもリッチな気分
になりました。翌朝コーラルポイントリ
ゾートの周りを散策してきました。日本
とは違う気分を味わいました。また、海
を見ながらの朝食も最高！テンションが

上がりました。３日目は市内観光に出かけ、マンゴー工場、市の北西方向にある道教寺院
（カラフルで景色がとても綺麗な寺院でした）とラプラプ公園を見学して、昼食に通訳さん
お勧めのフィリピン料理を頂きました。ハロハロも食べてみました。とてもさっぱりして美味
しかったです。指圧にショッピング、夜はアメージングショーを見て夕食はスペイン料理を食
べました。４日目は片道２時間かけてボホール島に行きました。船上での生演奏付きラン
チバイキングに感動し、原住民との写真撮影は異国に来ているという実感が沸きました。そ
の後は少し雨に降られてしまいましたが、チョコレートヒルズとボホール島にしかいないと
いうターシャ（眼鏡ザル）を見てきました。（とても小さくて可愛かったです）色 と々たくさん
携帯のカメラに収め、帰ってからその写真を見るのを楽しみにしていたのですが、ショッピ
ングモールでバッグから携帯を抜き取られてしまいました。無用心だった自分が悪いので
すが、いい教訓になりました。この事が無ければ最高に楽しく、最高のセブ旅行でした。

何十年ぶりかの水着がセブとは…最高！海を見
ながらの朝食も最高でテンションが上がります♪

バディアンゴルフリゾートの近くにある秘境の滝！激しく打ち付
けるカワサン滝に打たれ悲鳴をあげて来ました♪最高です!!

　４泊では足りないくらいのセブ島の
旅に乾杯！総勢６名でのセブ旅行。海
外旅行の経験はあっても不安が多く、
以前に何度か集まりシミュレーション。
でもやはり心配は無用。昔のことわざ
通り、「案ずるより産むが易し」とはよく
言ったもので、マクタン・セブ空港に着
いた時点で、ドライバーさんと通訳さん
の笑顔と日本語の上手さに一気に不安
解消。まずは食事。アジアの食事には余
り良い印象を持っていなかったので、
期待せずに「観光、ショッピング、マリン
スポーツと沢山遊んで来よう！」と楽しみにしていました。ところが、それはそれは！「フィリピ
ン料理、スペイン料理、中華料理」どれをとっても日本人向きの食感や味付けで、フィリピン
料理のパンショット、カレカレ、ガーリックライス、ハロハロ、どれもが美味しく頂けました。そ
してセブでの人気No.1のアメージングショー！妖艶な（彼女？彼氏？）達がコメディーあり、笑
いあり、華麗に踊るショーは、アクロバティックで、完成度の高いショーでした。また一日をか
けてボホール島での観光、川下りでのランチクルーズ、夜行性のメガネザル（ターシャ）も初
めて見て、何度もシャッターを切りました。そしてチョコレートヒルズの丘の多さにビックリ！
１２６８個もあるそうで、いつもはまっ茶をふり掛けたチョコレートですが、５月になると緑
が枯れてチョコレートの出来上がりだそうです。最終日は、全員でマッサージを受けて旅の
疲れもリセットされ、夜はさよならパーティーでメイドさん達の“キレッキレ”のダンスに魅
了。通訳さん、ドライバーさんに空港まで送って頂き、涙、涙のお別れでした。

再び訪れたセブ島

行きたかった初めてのセブ島旅行が実現し、市内観光、マンゴー工
場見学、指圧にショッピングそしてフィリピンの味覚を満喫しました！

ボホール島では、川下りでのランチクルーズを体験。チョコレー
トヒルズやターシャも初めて見て、何度もシャッターを切りました！

ゆったり、のんびり、セブの旅 何十年振りかの水着がセブとは…最高！

本当にセブは何度来てもいい所だぁー！！
　久し振りのセブ！コーラルポイントリ

ゾートに着くと、「お帰りなさい」と言っ

てくれるメイドさん、ドライバーさん、通

訳さん。本当に自分の家に帰ったよう

な錯覚に、毎日優雅でのんびりとした幸

せな時間を過ごしました。街はクリスマ

スシーズンでツリーも華やかでした。特

にデパートはクリスマスプレゼントを求

める人達で溢れかえっていました。私達

もつられて買い物を楽しみました。私は

この帽子が気に入りました。日本に居れ

ば寒さに身を縮めているはずの体も、こちらでは水着です。この開放的な景色がたまらない

のです。「本当にセブは何度来てもいい所だなぁー」と……。もちろん、いつものことながら、

オイルマッサージやエステ等は何度でも！キルトの島でのバーベキュー、船旅の爽快感、カ

ワサン滝に打たれ悲鳴をあげたりと。これが最後ね‼と云って出かけてきましたが、またす

ぐに来たいと思いました。毎朝の美味しい食事に感謝の言葉を皆で手を合わせ唱え、マン

ゴー、バナナ、パイナップル等、飽きることなくいただきました。いつか、私の子供や孫達とも

一緒に来れたらどんなに楽しい事かと思います。そんな日を夢みております。通訳さん、ドラ

イバーさん、そして可愛いメイドさん達、お世話になりました。

４泊では足りないくらいのセブ島の旅に、乾杯！ 食事はどれを
とっても日本人向きの食感や味付けで、美味しく頂きました♪

　２度目のセブ島です。マクタン・セブ
空港が近づくと胸がときめき、笑顔の
私です。今回６人の仲間との旅です。前
回の通訳さんとドライバーさんではな
く、どんな人だろう？と思っていました
が、まさか！この人達と別れる時、涙が
出るほど親しくなれるとは思いもしま
せんでした。２日目から市内観光、「SM
ショッピングモール」での買い物を楽し
みました。フィリピン料理のお店もきれ
いで上品、本当においしかったです。マ
ッサージ（安い！）ニューハーフショーを
観て、ダンスのうまさ、美しさにびっく
り！ディナーはスペイン料理、パエリア、ピッツァも最高。次にボホール島へ高速船で行き、ラ
イン下り。船での食事はバイキング。現地の人達とのふれあい、ターシャ（メガネ猿）、チョコ
レートヒルズ、色々見てから夜再びショッピングモールで中国料理を堪能しました。コーラル
ポイントリゾートに帰ってからの夜はフルーツパーティーでした。本物の味に酔いしれた。次
の日、午前１０時までプールで遊び、子供のようにはしゃぎ楽しかったです。その後マンゴー
工場に行きショッピング。皆さんとの思い出の場面を写真に収めた。ラプラプ公園、道教寺
院、まだまだいっぱいある。今回買い足りなかった物、見たかった所、次回を楽しみにしよう。
最後に、セブ島に行ったことのない人、是非訪れて見て下さい。そこには写真では味わえな
い「風を感じ・音を聴き・匂いがある」。これもワールドビッグフォーとの出会いがあったから
こその結果です。ご縁をくれたすべての人々にありがとう。ありがとう。

「風を感じ・音を聴き・匂いがある」これもワール
ドビッグフォーとの出会いがあったからこそ♪

今回私はこの帽子が気に入り購入しました♪いつ
か、子供や孫達とも一緒に来れたらと思います♪

マクタン・セブ空港が近づくと胸がときめき、笑顔の私です！ 観光
はもちろん、フィリピン料理もデザートのハロハロも絶品でした♪

出発日１２月５日（４泊５日）
会員歴４年８ヵ月　髙橋さん

出発日１２月５日（４泊５日）
会員歴１年７ヵ月　栗原さん

出発日１２月５日（４泊５日）
会員歴７年３ヵ月　天井さん

出発日１２月１５日（８泊９日）
会員歴１３年４ヵ月　岡野さん
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　母に誘われ、弟家族４人、私の家族
４人の８名で、冷たい小雨降る新潟長
岡から初めてのセブ島へ。母は２回も
行った事があり、「とても良いよ～」と聞
いていました。マクタン・セブ空港に到
着。まず人の多さにびっくり‼日本円を
現地の通貨に両替をして夕食にフィリ
ピン料理を頂きました。料理も美味し
かったですが、ビールの美味しさと安
さにびっくり。そして、コーラルポイント
リゾートへ。かわいいメイドさん達が出
迎えてくれました。アイランドホッピン

グでは、白い砂浜にきれいな海。子供達はシュノーケリングしたり、貝殻を探して楽しんでい
ました。人生初のパラセーリング。高い所から見る景色は最高でしたが、私は少し怖かった
です……。みんなは楽しかったと言っていました。パパキッツではジップライン（私は怖そ
うだったのでしませんでした）と乗馬体験。他にもマッサージ、ショッピング、７Ｄマンゴー工
場で爆買い（笑）。ラプラプ公園、マルコポーロホテルのバイキング、クリスマスイルミネー
ションもとてもきれいでした。息子はお気に入りのリュックが買えて大満足していました。子
供達はプールで遊ぶのが楽しかった様です。ファーストフードのジョリビーとマクドナルド、
メイドさんの作ってくれる朝食、スペイン料理、どれも大変美味しく頂けました。通訳のリー
ゼルさん、メイドさん達。朝早くから夜遅くまでお世話して頂き、ありがとうございました。天
気にも恵まれ、大人も子供も楽しめた、あっという間の贅沢な４泊５日のセブ島の旅でし
た。

母から、セブはとても良いよ～と聞いていましたが、大人も子供
も楽しめた、あっという間の贅沢な４泊５日のセブ島の旅でした♪

旅の目的の一つ、日本のお米で作ったランチを、現地の保育園の
子供達にプレゼントする事です！子供達のキラキラした笑顔は宝です！

　今回で３回目、７年ぶりのセブ旅行
でした。マクタン・セブ空港に着くと通
訳のリサさん、運転手のアルネルさん
が迎えてくれました。コーラルポイント
リゾートに着くと、入口でメイドさん達
が笑顔で出迎えてくれました。部屋に
案内されるとテーブルにはマンゴー
ジュースが用意されていました。その美
味しそうなジュースを一口飲み込んだ
時、一瞬にして忘れかけていたセブ島
での思い出が蘇り、「極楽気分」になり
ました。その後、皆で滞在中の計画を立
て、翌日はマンゴー工場での買い物、そしてショッピングモールでの楽しい買い物、３日目は
射撃場にて射撃。そしてショッピングと中国料理を堪能。４日目は無人島へ訪れ、白い砂浜
での海水浴。お昼は美味しいバーベキューをご馳走になり、戻ってからは足ツボ、全身オイ
ルマッサージで体を癒し、それから美味しいお酒を頂きました。しかし、７年前に無人島に
来た頃は私達の他観光客は少なかったのに、今では沢山の人で賑わって観光地化した事を
実感しました。５日目は市内観光で道教寺院等々訪れ、そしてオイルマッサージを行い、夜
はニューハーフショーで楽しみました。帰国前日の６日目はお別れパーティー。生バンドと
歌、ハワイアンを踊り、メイドさん達のダンス、私のマジックショー等 と々パーティーは益々盛
り上がり、みんな一緒に踊り出す等、最高潮に達しました。この１週間は「あっ」と言う間に過
ぎ去り、楽しかった思い出が今でも脳裏に焼き付いています。ワールドビッグフォー並びに
スタッフの皆さん、本当に有難うございました。

家族みんなハッピー・セブ

アイランドホッピングでは、白い砂浜にきれいな海！子供達
はシュノーケリングしたり、貝殻を探して楽しんでいました！

生バンドと歌、ハワイアンを踊り、メイドさん達のダンス、私
のマジックショー等 と々パーティーは益々盛り上がりました！

何回行ってもセブ島は最高 I♡CEBU

セブで過ごす尊い時間
　紅葉の美しい信州を出発、７名のセ

ブ旅行が始まりました。何度かの打ち合

わせを重ね、皆さんそれぞれの思いを

胸に出発です。空港内での移動は何の

心配もなく現地に到着。２度目のセブ

滞在となる飯島さん、前回のコーラル

ポイントリゾートを体験しており、生活

スタイルを考えてきました。ゆっくり本

を読む、プールに入る、前回は皆を見

送った島巡りの実現、マリンスポーツ、

すべてクリアして、帰りの時は満足な笑

顔。この日の為に日々歩行・筋力トレーニングも頑張りました。また、ご一緒したかよちゃんと

は初めての出会いでした。今回、かよちゃんと私は２人でお留守番。ベランダで大きな声で

歌を歌い、絵を描き、ゆっくりとした時間が流れました。私も一つ目的があり、知っている方

の現地の保育園に土曜日のランチを日本のお米でプレゼントする事でした。歌と踊りで迎え

て下さり、目のキラキラした子供さんと接しましたが、やはり英語で会話が出来ず、今からで

も勉強したいです。それぞれの家族がセブで過ごした尊い時間は帰りの笑顔の中にありま

した。空港内での移動はスタッフが待っていて下さり、何の心配もなく本当に感謝でした。こ

れも東京事務局の方の細かい御配慮の中実現できました。そして現地のスタッフの皆様に

も大変お世話になりました。楽しい思い出ありがとうございました。

７年ぶりのセブ旅行を堪能！１週間は「あっ」と言う間過ぎ去
り、楽しかった思い出が今でも脳裏に焼き付いています♪

　次回セブに行く時は、「子供達、孫み

んなで一緒に行きたい！」と一年前より

計画しました。それぞれ休みを調整し、

ついに今回３度目で実現する事がで

き、とにかく夢のような楽しい５日間を

過ごす事ができました。非現実の世界

に５日間、目が覚めてから寝るまで、子

供、孫達は初めての経験ばかり、笑いと

感動の連続……。今まで数々旅行はしてきましたが、こんなに「来て良かった～」と思ったの

は今回が一番かも……。子供や孫のキラキラ輝く瞳が、何にも変えがたい、心の底からの満

足感でした。これもひとえに、メイドさん、通訳さん、ドライバーさん皆さんの温かいしっかり

したサポートがあればこそ、そしてこんなに幸せな時間を頂いた、ワールドビッグフォーに改

めて心より感謝申し上げたいです。最後に、娘より「また行けるよう明日から頑張って働きま

す」とラインがきました。明日への活力、エネルギーも貰った旅でした。

家族みんなハッピー・セブ♪とにかく夢の
ような楽しい５日間を過ごす事ができました！

亡き父と座った場所。風の中に父の声が聞こえてきまし
た♪セブの街並みが一望出来る展望台「トップス」にて

子供、孫達は初めての経験ばかり、何にも変えがたい笑いと
感動の連続！私も明日への活力、エネルギーも貰った旅でした！

出発日１１月２２日（４泊５日）
会員歴８年１０ヵ月　高野さん

出発日１１月２２日（４泊５日）
会員歴８年１０ヵ月　飯塚さん

出発日１１月１８日（６泊７日）
会員歴９年　田村さん

出発日１０月２８日（７泊８日）
会員歴２０年　池上さん
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　初めてのセブ旅行。１１名のグルー
プに義妹と参加させて頂きました。マク
タン・セブ空港には、ドライバーさん、
通訳さんが笑顔で迎えて下さり、車の
乗り降りの度に手を貸してくれ、荷物は
全て持って運んでくれました。コーラル
ポイントリゾートの部屋の広さと、宮殿
の様な室内にびっくり。２日目は市内
観光やデパートへの買い物、マッサー
ジ、ニューハーフショー、３日目は早朝
よりボホール島へ船で渡り、チョコレー
トヒルズや人の手に乗る位小さなメガ

ネザル（ターシャ）を見ましたが、昼間は寝ていて顔が良く解りませんでした。でもとてもか
わいかったです。４日目はビーチに行き、パラセーリング、買い物、観光、足マッサージ等、一
日中一杯楽しみ、毎日とても美味しい完熟した『バナナ、マンゴー、マンゴージュース』を頂き
幸せでした。車での観光途中に、人々の生活の様子を見ると、出店のような質素な露店で早
朝から夜中まで働く女性をよく見掛けました。生活水準は、まだまだ発展途上なのかなと感
じました。小学校は７年制で、朝７時から午後４時、帰ってから家の為に働く子供も多い様
です。この５日間、ドライバーさん、通訳兼ガイドさん、メイドさん、ワールドビッグフォーの
会社の方々、そして集合場所から家に帰るまでを計画、実行、引率して下さった久保田さん
とグループの皆様に深く感謝致します。すばらしい旅をありがとうごさいました。

ブーゲンビリアの咲くコーラルポイントリゾートの敷地内にて♪
宿泊した部屋の広さと、宮殿の様な室内にはびっくりでした！

待望のパラセーリング！ 大空を飛び回る
鳥になった気分は最高に快適でした♪

　昨年、めいどのみやげでなくキセキ

が起きるかも知れないと言った私です

が、何か機会があったら声掛けてくだ

さいと頼んであった所、思いがけず早

いチャンスに恵まれセブに行く事が出

来ました。何処にも行かず、施設でゆっ

くりと過ごしたいとの思いでの出発で

した。今回はセブの様子も少しわかっ

ていたし、自分から行きたい気持ちに

なっていたので、去年とは全然違い、気

持ちに余裕がありました。パラセーリングと水上バイクにも挑戦しました。水上バイクはどこ

を走っても良いのだから気分爽快。杖を使って生活している私にとっては想像もつかない事

です。島巡りの時、潮が引いていた為、船まで行くのが大変でしたが、皆の協力を頂いて船に

乗る事ができました。船は着いたのですが、またまた島が遥か遠くてどうしようか？？すると

スタッフが７０キロの私をおぶって島に連れて行ってくれたのです。重かっただろうに、本

当に感謝です。デパートに連れて行って頂き、帽子を買う事も出来ました。皆の協力があり、

楽しい旅をする事ができました。メイド長のアイリーンさんをはじめ、メイドさん、通訳さん、

そして池上さん、本当にありがとうございました。

お父さん お母さんとセブへ

初めてのセブ旅行を満喫しました！ ドライバーさん、通訳兼ガイドさん、
メイドさん、引率して下さったグループの皆様に深く感謝致します！

思いがけず早いチャンスに恵まれセブに出発！ 皆の協
力があり、昨年行けなかった島巡りも体験してきました！

夢の島セブ島 楽しかったセブ旅行

初めてのセブ旅行
　ワールドビッグフォーに入会する前
にセブ旅行の話を聞き、“本当なのか？”
と疑心暗鬼でした。しかし現実に行く日
取りが決まり、胸をときめかせて中部国
際空港に向かいました。マクタン・セブ
空港では、通訳さん、ドライバーさんの
出迎えを受けた瞬間から、セブ島での
生活が大変充実したものになる予感が
しました。更に、コーラルポイントリゾー
トでは遅い時間にも関わらず、かわい
いメイドさん達のお出迎えを頂き、ウェ
ルカムジュースに旅の疲れが癒されま

した。２日目はマンゴー工場へ。工場では孫の喜ぶ「ドライマンゴー」を買い、その後、セブ
市内観光で寺院を拝観しました。食後、ショッピングセンターへ行き、バッグやモリンガ（とて
も栄養価の高い葉っぱ）のサプリメントを買いました。３日目は、高速船でボホール島へ。川
下りの船の中ではバンドの生演奏を聞きながら贅沢なバイキングです。次は世界一小さな
ターシャ（メガネ猿）の見物で、どんな猿かと興味深々でしたが、その途中で恐る恐る渡った
竹の吊り橋がありました。でもターシャを見た途端、その愛らしさに見惚れ、橋の怖さも忘れ
てしまいました。４日目は待望のパラセーリング。大空を飛び回る鳥になった気分は最高に
快適でした。夜にはサヨナラパーティーを開いて頂き感激し、楽しさ満載の５日間はあっと
いう間に過ぎていきました。通訳さん、ドライバーさん、メイドさんには、楽しい旅行を支え
て頂き、本当にありがとうございました。

アクセルふかし水の上をどこまでも気分爽快！ 杖を使っ
て生活している私にとっては想像もつかない事です♪

　私は今、セブの海を見ています。白い
手を広げた舟が幾つも見えます。お父
さんとお母さんと一緒のセブにいます。
ずーっと、ずーっと楽しみにしていまし
た。外国は初めて、でもお友達が私を
助けてくれます。買い物の時、お母さん
が時計を買ってくれました。私の大事な
時計、夜もずーっとしていました。皆で
トランプして勝った人には、キャン
ディー１つ。笑ってばかりだから「勝負
だよ！！」と声を掛けるのは私。私は島に
行けません。池上のおばさんと留守番
です。２人で「海は広いな大きな♪」と
何度も歌いました。おばさんに３才の時に着た着物の絵の事や、いっぱい話しをしました。
いつもお母さんと大きなベッドで手をにぎり眠り、一番うれしかった。やさしいお母さんで
す。昔、銀河鉄道の本の中で、不思議に思っていた事、なぜ途中で鉄道が止まってしまってい
るのか、お父さんは宇宙に続いていると…。夜ベランダで海を見ていると前に島があり、いつ
も光が見えます。私はその鉄道はいつか、その光に向かって降りて来てくれる気がしてなりま
せん。ずーっと不思議に思っていた事がセブに来て落ち着きました。お父さん、お母さん、と
ても、とても楽しい時間でした。ありがとうございました。いつも私の重たい足を車イスにの
せて下さったり、私を連れて行ける所があれば見せてあげたいと、時間が掛かってもいつも
一緒に行動して下さった仲間の皆さんから元気を頂きました。またお世話になったお友達
に会いに行きたいと、海を眺めています。

ほら、あの島に銀河鉄道が降りてくるんだよ♪またお世話
になったお友達に会いに行きたいと、海を眺めています！

セブ市内観光にマリンスポーツ等々、楽しさ満載の５日間でした！
マンゴー工場では孫の喜ぶ「ドライマンゴー」を購入しました！

お父さん、お母さん、ありがとう！ 時間が掛かってもいつも一
緒に行動して下さった仲間の皆さんから元気を頂きました！

出発日１０月２８日（７泊８日）
会員歴１年９ヵ月　白鳥さん

出発日１１月１４日（４泊５日）
会員歴５年２ヵ月　原さん

出発日１０月２８日（７泊８日）
会員歴５年２ヵ月　飯島さん

出発日１１月１４日（４泊５日）
会員歴１年８ヵ月　加藤さん

. . . . . .
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　会員になってから、「ずっといつか行

かれたら良いな～」と思っていたセブ

島！今年が結婚１０年目の事もあって

思い切って決断しました。のんびり出発

をしてセブ島には夜の到着。沢山のメ

イドさんに笑顔で楽しく出迎えて頂き、

小学校４年生の息子も１年生の娘も

少し照れくさい感じでした。今回は６階

に案内して頂いて、４部屋のどこで寝る

か、迷ってしまう程の広さ、贅沢さに先

ず驚きでした。セブ島２日目の朝は、ま

だ他の階のお客様もいらしていないという事で、空いている部屋を見学させて頂き、その

後、パンダノン島へ行きました。のんびり出発した為、滞在時間は短めでしたが、行く船でイ

ルカの群れに出逢えたり、エメラルドの海の綺麗さ、島に見える民家などに癒されました。

食べた事のない貝もとても美味しく、ビールもとっても美味しかったです♡３日目は海が荒

れていたのでショッピング・ネイルを楽しみました。子供達まで贅沢させて頂きました。４日

目はマリンスポーツに行きました。一番の目的のシーウォーカーはできませんでしたが、水

上バイク、バナナボートに私と長男は大はしゃぎでした。なかなか出来ない体験を家族一緒

にさせて頂き、本当に感謝の気持ちでいっぱいです。今回出来なかった事は次のお楽しみ

にしたいと思います。いつかまた、夢の島へ行く事が出来ますように♡

パンダノン島へ行く船でイルカの群れに出逢えたり、エメ
ラルドの海に癒され、子供達まで贅沢させて頂きました♪

パーティーでは娘がミニギターを持ってバ
ンドに乱入したりと大盛り上がりでした♪

　１１月１４日から１８日までの５日
間の日程で、念願のセブ島に行く事が
できました。日々寒さに向かう信州から
常夏の国フィリピンへ。中高年のおば
様中心の１１名のツアーです。中部国
際空港から直行便があるのも気軽に行
けて便利です。セブ空港到着後、先ず立
ち寄ったのが、フルーツスタンド。あこ
がれのマンゴーはもとより、バナナ、パ
イナップル、マンゴスチン等々、日本で
は普段お目にかかれない果物が山積
みの露店の様な小さなお店が並んで
いました。それからは、我が住む寒冷地ではめったに口に出来ない高級食材、完熟マンゴー
食べ放題！小ぶりでかわいい完熟バナナの上品な甘味、グレープフルーツは実がぎっしり詰
まってずっしり重く、食べ応えがありました。果物のみならず、フィリピン料理やその他のレス
トランの食事も口に合いました。南国のフルーツを堪能したとっても美味しい旅でした。ち
なみに、道端で売っていた“バナナチップス”も一つつまめば止まらなくなる美味。コーラル
ポイントリゾートのバルコニーからは１８０度の水平線の眺望。寝室、リビング、キッチンす
べてオーシャンビュー。手入れの行き届いた庭園には清白な花色と甘い香りのプルメリア。
常夏リゾートを満喫した思い出深いバカンスでした。“おもてなし”は日本観光のセールスポ
イントと言われていますが、セブ島（ワールドビッグフォー）の通訳さん、ドライバーさん、メ
イドさん！日本顔負けの手厚い“おもてなし”ありがとうございました。

リラックスできたセブ旅行

沢山のメイドさんに笑顔で楽しく出迎えて頂き、なか
なか出来ない体験を家族一緒にさせて頂きました！

日本では普段お目にかかれない果物が山積みの露店で完
熟フルーツを満喫！果物の王様「ドリアン」もてんこ盛り♪♪

セブ島“おいしかったよ！” 初めてのセブ島

また帰りたいと思う場所
　小さい子供（１歳児）がいる中、最初
は海外に行くことが不安でした。です
が、ワールドビッグフォーに出逢い、「行
ってみよう」と思って本当に良かったで
す。滞在中はみんなが娘を可愛がってく
れて、久し振りに私も自分の時間ができ
てリフレッシュできました。娘も幼少期
から英語に触れる事ができ刺激を受け
たのか、とても楽しみ自分からスタッフ
の皆さんに抱きつきに行っていました
（笑）。通訳のノバさんの事は、ずっと
「ヴァ、ヴァ！」と呼んでいました。結婚前
に行った時には行けなかったボホール

島に行ったり、セブシティーで買い物をしたり、私が娘を散歩に連れていってあげたいとお
願いをすれば、すぐにラプラプ公園に連れて行ってくれたりとやりたい事が全て叶った旅で
す。娘の初めての海がナルスアンのとても綺麗な海で良かったです。今後プールが海と思い
そうな程の透明度！パーティーでは娘がミニギターを持ってバンドに乱入したりと大盛り上
がり（笑）。私達夫婦の為にサプライズでハネムーンケーキをご用意頂いたりと、本当に思い
出が一杯です。滞在中に通訳のノバさんがお誕生日を迎えたとの事で、逆にサプライズでケ
ーキを準備したりと楽しい事が一杯！久々に私も英語を活用できて良かったです！帰るのが
本当に淋しいと思える旅でした。また「行きたい」ではなく「帰りたい」と思える場所です。次
回は娘ももう少し大きくなり出来る事も増えていると思いますし、皆さんに成長した姿を見
せたいと思います。

セブ島の通訳さん、ドライバーさん、メイドさん！ 日本
顔負けの手厚い“おもてなし”ありがとうございました！

　旅行の好きな私は、今回一人で８泊

９日のセブ旅行に初めて参加しまし

た。一人旅と言う事で大変不安もありま

したが、ワールドビッグフォーの伊藤理

事さんや上田地区の会員さんのご意見

等を伺いながら、とても楽しい旅行を

する事が出来ました。コーラルポイント

リゾートへ着いて、あまりにも豪華な施

設でビックリでした。海なし県の私は、

セブの紺碧の海に感動しました。毎日一度はプライベートビーチで海を眺めたり、泳いだり、

海中に潜ると、とても綺麗な魚達が泳いでいるのを見る事が出来ました。また、貝を獲って夜

塩茹でにしてもらい美味しく食べました。セブ市内の観光では、特に日本では経験の出来な

い射撃、カジノ体験をしました。腰痛のある私にとりましては格安でマッサージが受けられ、

大変有りがたかったです。現地での通訳兼ガイドさん、メイドさん、ドライバーさんにお世話

になり、大変楽しく旅行が出来ました。感謝です。来年も６月頃にまた行きたいと思っていま

す。今度はグループで行きたいと思っています。

毎日一度はプライベートビーチで海を眺めたり、泳いだり、
貝を獲って塩茹でにしてもらい美味しく食べました！

通訳さんやメイドさん達が娘を可愛がってくれ
て、久し振りに私も自分の時間ができました！

今回一人で８泊９日のセブ旅行に初めて参加しましたが、スタッ
フさん達に良くして頂きとても楽しい時間を過ごして来ました！

出発日１１月１６日（８泊９日）
会員歴８ヵ月　神林さん

出発日８月１１日（４泊５日）
会員歴２年６ヵ月　松澤さん

出発日１１月１４日（４泊５日）
会員歴１年３ヵ月　正木さん

出発日１０月１３日（６泊７日）
会員歴１年７ヵ月　山本さん
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　娘の就職が決まり、母娘でリラックス
を目的にセブ島に出かけました。それ
を知ってか知らずか（笑）、滞在中は夜
中に雨が降り、午前中は曇りで波が高
く、アイランドホッピングや海には出か
けられず、午後に晴れるという天気。ベ
ランダでのんびり海を見ながら、普段
あまりできない読書を楽しみました。通
訳のリーゼルさんが食事やアクティビ
ティーを手配、メイドのゼルさんとアン
トネットさんが洗濯や朝食の用意、運
転の上手なベルナルドさん、みなさん

とても陽気で楽しく、フィリピン料理、フルーツも美味しく、主婦にとっは極楽～！シーウォー
カーとパラセーリングは楽しかったです。せっかくセブ島に来たので、海水浴をとお願いし、
地元の人達の行くニュータウンの海水浴場に連れて行ってもらいました。土曜日で家族や
友達同士で海水浴に来ていて、地元の人達の生活を垣間見れました。ずっとリゼールさん
が側にいてくれたので、盗難の心配もなく安心でした。そして、目的の一つのマッサージも
満喫。初日は、お部屋でゆったりマッサージ。街中でフットマッサージ、そして、究極の３時間
のフルコースのマッサージ。至福の時間でした。今回は、お天気が良くなかったので、「また、
来年ね！」と皆とお別れしました。母娘の２人旅もよいけれど、お友達や親戚など、グループ
で行くとワールドビッグフォーのセブ島旅行は更にエンジョイできると思います。是非、皆さ
んにお伝えして、楽しみましょう！

午前中から海に出れない日もありましたが、ベランダでのん
びり海を見ながら、普段あまりできない読書も楽しめました♪

魅了されたさよならパーティーでは、派手な行動がとれな
い小生でも、いつのまにかメイドさんに交わり踊っていた♪

　年に1度の家族旅行といえば、毎回

朝から夜までみっちり予定を立て、子供

もホテルには寝に帰るぐらいしか居な

い旅行が殆どでした。しかし、今回は予

定を組まず、毎月送られてくる皆さんの

会報のコメントを参考にして、子供の小

学校、幼稚園を休ませ家族４人で初の

セブ旅行に出発しました。現地の空港

に着き、通訳のノバさん、運転手のアル

ネルさんが笑顔で手を振って出迎えて

くれて、凄く親しみを感じたのが印象的

でした。コーラルポイントリゾートに到着後、ここでもメイドさん達が笑顔で出迎えてくれて、

その後、豪華な施設へ案内され、部屋の大きさと素晴らしい景色に驚きと興奮で子供達も大

騒ぎでした。暇な時間があれば目の前にあるプールに入ったり、椅子に座りながら海を眺め

たり、施設の中でサッカーをしたり、普段では味わえない有意義な時間を過ごしました。今回

は、下の子供が未就学児ということもあり、アイランドホッピングを旅のカウントに入いれず、

諦めていましたが急遽参加できる事になり無人島でゆったりとした時間を過ごせました。こ

のような豪華な旅行を楽しめたこともあり、来年の旅行先もセブになりそうです (笑) 。貴社

に関わる方々全員に感謝です。本当にありがとうございました。久しぶりにのんびり旅行を満

喫出来ました。

３度目のセブで農休みに

母娘でリラックスを目的にセブ島へ！ ３時間のフルコ
ースのマッサージを堪能しました。至福の時間でした！

素晴らしい景色に驚きと興奮で子供達も大騒
ぎ！ 来年の旅行先もセブになりそうです (笑)

満喫したセブ旅行 リラックス……セブ島　　

「そして今」
　「海がみたい」が口癖だった。そんな

小生へのプレゼント《セブ島旅行の話》

が舞い込んできた。４泊５日の旅で印

象的だったこと。①海潜り。そこで見た

珊瑚礁の間を彷徨している熱帯魚の群

れ。②ほどよい深さの所で、下船しての

ウニ獲り。ウニの棘に刺されたオマケ

も。③船体の両側に竹で組んだ翼付き

の小型船。（名称を聞いてくるのを忘れ

た）④素晴らしい景観の敷地内とそこに

建ち並ぶ見事な施設。行き届いた環境、完璧な警備体制。⑤関係者の献身的な対応振り。ど

こへ行くにも随行してくれた通訳さん、ドライバーさんの先読みした行動に敬服。笑顔で家

事の諸々をこなしてくれた、メイドさん達の行動力。関係してくれた皆さんに改めて感謝。⑥

魅了されたさよならパーティーのひと時。派手な行動がとれない小生でも、いつのまにかメ

イドさんに交わり踊っていた。何の抵抗感や羞恥心をもたせないあの雰囲気が、この旅の

すべてを物語っていた。⑦車窓から伺えた露店市場、今にも分解しそうな車体で疾走するタ

クシー、などなどに日本の戦後を連想させた。これらのことが、明日の自分に繋がっている。

普段の旅行なら準備も大変ですが、今回は予定を
組まず、久しぶりにのんびり旅行を満喫出来ました！

　秋の取り入れもあとわずかになっ

た。１１月末、妹夫婦と朝のうす暗いう

ちに出発。マクタン・セブ空港に着いた

ときは夕方暗かったです。“お母さん”と

呼ぶ声。昨年セブに来た時の通訳さん

でした。宿（コーラルポイントリゾート）

に着くと、メイドさんが迎えて下さり安

心しました。３度目だったので、ゆっくり

農休みのつもりで、１日目は海岸を散

歩したり、夜はニューハーフショーを観

て来ました。２二日目は４時間も掛け

てバディアンゴルフリゾートへ１泊。帰りにはオスロブへ移動し、小型船で沖に出て「ジンベ

エザメ」見学。夜はエステをして貰いました。翌日は「乗馬体験！」８６歳の私ですが、馬に乗

せてもらい散歩！！怖かったけど大丈夫でした。帰国前日は、日本に帰る荷まとめをしてゆっく

りと過ごし、夜は最後の夕食をホテルにていただき、通訳さんと、ドライバーさんとお別れ

パーティー♪お食事をゆっくりいただいて宿に夜９時ごろに帰るとベッドから見える「大き

な月」。日本でもおなじ月が見えるんだと思ったら、懐かしく思えました。毎日が天気良く、あっ

という間の一週間でしたが、健康でありがたいと思いました。お世話になったみなさんに感

謝、感謝でした。ありがとうございました。また行ける日を楽しみに。

３度目のセブでゆっくり農休み！ 毎日が天気良く、あっという
間の一週間でしたが、健康に、そして皆さんに感謝、感謝です！

笑顔に満ちた楽しい思い出の時間、これらのことが、明日の
自分に繋がっている。関係してくれた皆さんに改めて感謝！

乗馬にもチャレンジして来ました！ ８６歳の私ですが、
馬に乗せてもらい散歩！！怖かったけど大丈夫でした♪

出発日１１月２５日（６泊７日）
会員歴５年３ヵ月　武田さん

出発日１２月５日（４泊５日）
会員歴１年３ヵ月　大山さん

出発日１１月９日（４泊５日）
会員歴９ヵ月　石綿さん

出発日１２月２０日（４泊５日）
会員歴５ヵ月　小林さん
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